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＜ビジター・ゲスト＞ 

米山記念奨学生 ブィ・クィン･チャン 様 

 

＜今月のお祝い＞ 

会員誕生日 大塚拓君       馬路宏樹君 

夫人誕生日 
友野みゆき様   森田秀子様 

摂田ヨシ子様 

結婚記念日 
摂田順一君     宮崎正文君 

大塚拓君       馬路宏樹君 

 

●❁●会長の時間 加藤国夫会長 

本年度も今月を残すのみとなりました。今年度Ｒ

Ｉ会長テ－マ「ロータリーに輝きを」でしたが如何

だったでしょうか。今年度意義あるフィニッシュの

ために頑張りたいと思います。 

先週の「親睦委員会・ロータリー美術館」共同開

催による親睦旅行に多くの会員の皆さんに、ご参加

をいただき誠にありがとうございました。今回は、

高崎タワー美術館めぐり、磯部ガーデン昼食会。そ

して世界文化遺産・富岡製糸場見学と、一日、教養

を高めながらの見学でした。今回の親睦旅行は比較

的近場を選んで頂きましたが、内容的には大変充実

した中での懇親を深めて頂いたことと思います。 

美術館でまず印象に残ったのは、上村松園の美人

画に足を止め、さすがに女性画家らしさ、優しさ、

が随所に出て、心洗われると言いますか癒される一

時でした。清らかな美しさを秘めた、澄みきった感

じが印象的でした。実際に間近で見ますと、色彩ま

た、動きについても、｢絶対出来ませんが」手を触れ

て観たいようなそんな気持ちで見入っていましたら、

そこへ、大野親睦委員長がきて、これ「絽」の着物

だね、さすがは呉服屋さんだねと言う感じで、目の

付け所が違うなーそんなひとコマもありました。 

昼食は磯部ガーデンでおいしい料理をいただきな

がら懇親を深めて参りました。何時も思うのですが、

親睦委員、特にロータリー暦の若い人は早く馴染め 

 

る様にと、接待係を引き受け頂いていますが、馬路

さんには何時もながら敬服させられます。さすがは

「修行を積まれた方は違う」と感心しております。 

最後に世界遺産の富岡製糸場見学でしたが、1870

年(明治３年）当時フランス商館勤務していたポール．

ブリュナほか技術者の調査から明治 5年完成し操業

したと言いますから、まだ「大政奉還」してから３

年と言う短い時期に官営製糸場設立と言う。日本の

近代化の幕開けとなったと言う話を、案内の方の流

暢な解説を聞き．製糸場の成り立ち、工女さんの関

わりに付いても良く分かりました。親睦委員会、Ｒ

美術館の皆様方には大変お疲れ様でした。ありがと

うございます。 

今月のロータリー特別月間はロータリー親睦活動

月間です。ロータリー親睦活動は、エスペラント語

に関心を持つロータリアンが集まったことをきっか

けに1928年に始まりました。その後、1947年には、

ボートに関心のあるロータリアンのグループが、自

分たちの船にロータリーの旗を掲げ、自らをロータ

リアンの国際ヨット親睦グループと名乗りました。

現在、最も長く活動を行っているのが、このヨット

親睦グループです。親睦活動の種類は、時を経るご

とに増えてきましたが、その目的は今日も変わって

いません。それは親睦の下にロータリアンのつなが

りを築き、趣味や職業に関連した活動を楽しむ機会

を提供することです。1989年には共通の職業を持つ

「国際職業連絡グループ」が試験的プログラムとし

て発足し、1993年には親睦グループ と統合して「ロ

ータリー趣味・職業別親睦活動」が誕生しました。

2000年10月、ＲＩ 理事会は６月を「ロータリー趣

味・職業別親睦活動 月間」と指定して特別月間と位

置づけました。2001年６月理事会では保健医療問題

に関心を持つ親睦活動とボランティア活動を加えて、

新たに 「ロータリー親睦活動（Rotary Fellowships

＝ ＲＦ）」と改称し、2002年1月1日より有効とし

て 月間名も「ロータリー親睦活動月間」と改称しま

した。（一部 my rotary記事から引用） 

■ 2014-2015 ＲＩ会長：ゲイリーC.K.ホァン  
■ ＲＩ第2570地区ガバナー：坂本 元彦 
■ 会長：加藤 国夫 幹事：滝沢 文夫 
■ 例会日：木曜日 12：30～13：30 
■ 例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール 

Tel.04-2963-1111 

Club Bulletin 

入間ロータリークラブ 
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●幹事報告 滝沢文夫幹事 

第12回定例理事会 ＜協議事項＞ 

1.ホームページの更新について 

2.55周年記念式典・日帰り美術館 会計報告 

＜報告＞ 

1.６/７(日)米山記念奨学学友総会・新規学生歓迎会 

田中会員(カウンセラー)出席予定 

2.６/20(土)地区役員・クラブ会長合同会議 

加藤会長出席予定 

3.６/28(日)ロータリークラブ・セントラル体験セミ

ナー 粕谷エレクト、忽滑谷次年度幹事出席予定 

4.６月のロータリーレート $1＝\118 

5.2017－2018年度ガバナー候補者の公表 

朝霞ロータリークラブ栗山昇様が指名委員会で決

定し6月1日に坂本元彦ガバナーに通達いたしま

した。坂本元彦ガバナーは6月1日から72時間以

内に第2570地区各クラブに指名委員会のノミニ

ー指名を公表する義務（ロータリー細則第 13条）

が有ります。 

6.6/18(木)入間市ゴルフ協会第２５回大会 欠席 

7.6/19(金)４クラブ合同懇親会 会長・幹事出席予定 

 

●委員長報告 

会報･雑誌委員会 石川嘉彦委員長 

今月はロータリー親睦活動月間です。 

横組み p.11 世界中にあるロータリーの親睦活動グ

ループをご参照下さい。日本ではアマチュア無線の

ROAR-Japan（日本アマチュア無線）が毎朝 8時に交

信を楽しんでいます。ロータリーデーの特集がp.17

にありますが残念ながら第 2570 地区では実施しま

せんでした。縦組みp.15友愛の広場にロータリーを

「一口で言う」ならばと言う記事が有ります。我々

も考えてみましょう。 

 

親睦活動委員会 大野賢次委員長 

先週は日帰り美術館ありがとうございました。

6/25の加藤年度最終例会の会場・石川酒造ではこれ

以上美味しいお料理は無いというメニューを頼んで

おりますので、お酒・地ビールと一緒に楽しみにし

ていて下さい。皆様の参加宜しくお願いいたします。 

バスの集合時間は後日ＦＡＸ いたします。 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 忽滑谷明ＳＡＡ 

後藤賢治君～ブィ・クィン･チャンさん２年間頑張っ

てください よろしく。齋藤金作君、吉永章子君～親

睦美術館巡り楽しかったです ご苦労様でした 加藤

さん写真ありがとうございます。山岸義弘君、西山

祐三君、晝間和弘君、馬路宏樹君、摂田順一君、細

淵克則君、関谷永久君、滝沢文夫君、田中快枝君粕

谷康彦君、水村雅啓君、宮寺成人君、岩崎茂君、関

根靖郎君、忽滑谷明君～加藤さん写真ありがとうご

ざいます。友野政彦君～早退いたします。 

 本日\50,000 累計\909,500 

 

＜出席報告＞ 田中快枝委員長 

会員数 出席数 出席率 前々回修正率 

39名 27名 71.1％ 71.1% 

事前欠席連絡 2名 

 

◆回覧、配布物 

① ロータリーの友６月号 

② 国際ロータリー細則13条による公表 

③ 第4回いるま環境フェアのご案内 

④ 6/25 加藤国夫年度最終例会出欠表 

⑤ 入間市社会福祉事業寄付金の御礼 

⑥ 入間市市民憲章推進協議会総会資料内容 

⑦ 入間市交通安全総会資料その他 

⑧ 平成27年「緑の募金」運動実施について 

⑨ 加藤会長｢論語｣解説書 

⑩ 他クラブ週報＆例会変更等のお知らせ 

⑪ 入間RC週報44,45号 

 

 

 

 

 

 

 
 

■職業分類委員会 細淵克則委員長 

2/25に会長・幹事・エレクトに出席して頂き委員

会を開きました。職業分類表を使って増強につなげ

たいという幹事からの依頼があり、小分類に食品工

業を一つ増やしました。今年は残念ながら新入会員

がまだいらっしゃいませんので、あと１カ月頑張っ

て仕事が出来ればと思っています。 

 

■会員選考委員会 水村雅啓委員長 

職業分類委員会と同じで、本年度はまだ活動して

いないので、あと１か月ありますから、活動できれ

ばと思っています。地区の増強もやっておりますが、

分類表や選考基準を万全の態勢にして準備しておく

ことが大事だと考えます。 

 

■会員増強委員会 晝間和弘委員長 

今のところ残念ながら新入会員はおりませんが、

来年以降前向きに考えて下さっている方が２名いら

っしゃいますので、期待しています。今年度は大変

お世話になりありがとうございました。 

 

■ロータリー情報委員会 宮寺成人委員長 

地区の研修を昨年の８月に受け、ロータリーの

地区に来た質問を集めた問題集を作り、例会でも研

修を行いました。ＲＬＩの研修会が３回あり、関谷

会員には３回とも出席して頂き、実績を積んでもら

いました。定款と細則、規定審議会の勉強を会長に

なる前にしたのを最近になって思い出し、ロータリ

ー情報委員会でも行えば良いのにと感じています。

反省会を開き次に続けたいと思っています。 

■■■第６回クラブ協議会■■■ 
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■出席委員会 田中快枝委員長 

活動計画に 5つ掲げたのですが、２つしか実行で

きませんでした。メーキャップに東京方面に行きた

いと言っていたのに実現できず申し訳ありませんで

した。次期出席委員長の方に期待して終わりといた

します。 

■会報・雑誌委員会 石川嘉彦委員長 

会報 クラブの歴史を伝えるという使命の中で、

古川さんが大変良く正しい情報を簡素にまと作成し

て下さいました。毎週必ずチェックをいたしました

が訂正はほとんどありませんでした。 

雑誌 ｢ロータリーの友」の紹介を毎月実施しまし

たので一年間「友」を熟読出来て、楽しく役目を果

たさせていただきました。 

 

■親睦活動委員会 大野賢次委員長 

年度活動計画を順調に消化出来ました。皆様のご

協力の元、此処まで出来ありがとうございました。

天災により一泊の親睦旅行が実現できず残念な思い

をしました。この教訓を次年度の委員長に良くお伝

えしております。最終例会にもご家族と最高級の食

事とお酒で乾杯したいと思っておりますので、多く

の方のご参加お待ちしています。よろしくご協力お

願い致します。１年間ありがとうございました。 

 

■プログラム委員会 宮崎正文委員長 

会長・幹事・エレクト・クラブ奉仕委員長及びプ

ログラム委員、又、親睦委員会の皆さんと家庭集会

を開いて、例会のプログラムを作成して来ました。 

今年度 49 回あった例会のプログラム構成といた

しましては、入間クラブが毎年恒例で行った例会が

10 回、旅行など移動して行った例会が 11 回、地区

で行った例会が3回、講師卓話が15回、会員卓話が

10回でした。初めてのことなので、いたらない点が

多々あったと思いますが、皆様のご協力のもとプロ

グラム委員長をさせてもらい勉強になりました。あ

りがとうございました。 

 

■広報委員会 岩崎茂委員長 

坂本ガバナー年度の第 1 回クラブ奉仕部門では

「公共イメージセミナー」が行われました。 

1.公共イメージ活動の重要性を再確認し、各クラブ

が当活動に力を入れることになりました。 

2.入間ロータリークラブでの今年度の活動は 

1)西部地区入間川(河川敷)クリーン作戦 

広報媒体・入間ＣＡＴＶ.8/28放映 

ロータリーの友12月号に掲載 

2)発達障害児童学級への教材の寄付 

入間市報10月号に掲載 

3)万燈まつり広報でのＰＲ 

ＬＥＤ防犯灯・防犯カメラの設置ＰＲ 

3.ＦＭチャッピー「入間ロータリークラブの時間」 

毎月第34木曜日に6回放送 ロータリーの活動・

体験談・エピソードなどを各委員長、バストガバ

ナーがサテライトスタジオから放送しました。 

 

■ロータリー美術館 山岸義弘委員長 

入間クラブの特色ある伝統と歴史ある館長をさせ

て頂きました。 

先週の日帰り美術館巡りで参りました、高崎タワ

ー美術館はビルの中の小さい美術館でしたが、コン

パクトでゆっくり見れて良かったと思っています。

又、恒例の公式訪問と新年の市長訪問にロータリー

美術館を行いました。 

上村松園が女性の方だったのを初めて知った私が

館長をできたのは、偏に委員として斉藤金作会員、

山根宏夫会員、吉沢誠十会員の芸術を良く解ってい

る方のご協力により 1年間やり遂げることができ、

誠にご協力ありがとうございました。 

 

■健康管理委員会 摂田順一委員長 

活動計画として主に 4項目あげました。そのうち

恒例のインフルエンザの予防接種(会員家族を含む)

を実施いたしました。又健康増進と関する卓話を 2

回行いました。最初は細淵会員によるステント体験

又、豊岡第一病院の中川先生による「健診と人間ド

ック」の卓話をビデオ等を利用しながらしていただ

き、健診の重要さをご理解いただけたと思います。 

 

■ロータリー財団委員会 後藤賢治委員長 

2017年にロータリー財団は100周年を迎えるとい

うことで、未来の夢計画として地区補助金とかグロ

ーバル補助金が出来ました。初年度の補助金で西部

地区入間川クリーン大作戦の時にアルミのリヤカー

を小中学校に 4台寄贈いたしました。又、発達障害

児への教材提供も贈ることが出来ました。 

毎年の事ではありますが、皆さんに沢山のご寄付

をいただき目標が達成できました事、心より感謝申

し上げます。ありがとうございました。 

 

■米山記念奨学委員会 木下登委員長 

米山記念奨学委員会と合わせまして、カウンセラ

ーを務めさせて頂きました。 

奨学生には例会・イベントに積極的に参加しても

らい、日本と母国の交流を進めて母国の文化紹介や

留学して経験した異文化体験等、日本での生活が実

り多くなるように意思の疎通ができたと思います。

特に、皆様方からのご協力により寄付の目標額が達

成でき感謝申し上げます。 

カウンセラーとしても中身の濃い 1年間を過ごせ、

本当にありがとうございました。 

 

■地区危機管理委員会 忽滑谷明委員 

地区危機管理委員会は、特に新世代育成プログラ

ムに参加する全ての青少年の安全と健康および健全

な生活を守り、交通災害・自然災害等の事故・災害

からの保護と、身体的、性的、精神的虐待あるいは

ハラスメントを防止すると共に、かかる事態が発生

した場合の適切なる対応をするための委員会です。

皆さんに馴染みのない委員会ですので、これから紙

での解説を配ろうかと話し合っています。 

会報･雑誌委員会(石川･森田･荒井･関谷) 


